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６月 日、太陽が照り
つけるなか「安倍９条改
憲阻止！いますぐ最賃全
国一律１千円以上、公務
員賃金改善を求める中央

が参加。四国チームは団
体戦で、東海北信Ｂチー
ム、中国Ｂチーム、北海
道東北Ｂチーム、関東甲
越Ｂチームと対戦し、２
勝２敗で「 チーム中５
位」の結果でした。

行動」に全国２千人（愛 充実」「消費税増税の中
媛 人）が参加。国会会 止」など、要求実現をア
期末が迫り「老後資金２ ピール。その後、日比谷
千万円不足問題」「百年 野音で総決起集会を開催
安心年金の国家的詐欺」 し、国会へ請願デモを実
など国民の政治不信と不 施。参議院議員会館で
満渦巻くもとでの行動で、 「最賃引き上げ・公務職
人事院前・財務省前集会 場の増員・財源の保障」
で「大幅賃上げ」「会計 など国会議員要請を行い
年度任用職員制度の財源 ました。
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【８月】
３ 四国ブロック現業夏季交
流集会
６ 千羽鶴海外へ送るつどい
９ 南予総支部定期総会
17 県本部拡大執行委員会
18 青プロ四国実行委員会
23 県本部保育部会幹事会
県子育て支援課要請懇談
24 自治労連全国大会事前会
議（東京）
25 自治労連全国大会
（東京～27）
31 県本部青年部幹事会
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６月 ～ 日に行われ
た自治労連「全国将棋大
会」（神奈川県湯河原町）
に四国ブロック代表とし
て宇和島市職・山口正彦
さん（写真中央・ほか２
人は香川公務一般労組）
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【７月】
21 参議院選挙・投開票日
24 久万高原町職定期大会
東予総支部代表者会議
26 周桑病院労組定期大会
30 新居浜市職労定期大会
自治体保育担当要請懇談
（30東予・31中予・１南予）
31 西条市職労定期大会
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【９月】
７ 愛媛労連定期大会

７月 日、県本部「第 渉中。新採組合説明会の い職場をつくる」と実感。
回定期大会」に 単組 開催方法を工夫し加入が 【新居浜水道】４月の上
人が参加。高尾県本部 前進。青年部新採歓迎会 下水道局統合で組合員が
委員長が「要求活動では に前年３倍の 人参加。 増えた。技術職募集に応
理事者認識の変化と前進、 【伊予】昨年８月～ 月 募が少なく、緊急事態対
組織的には前年を上回る の職場懇談会で声を集め、 応できる人員態勢を要求
加入が生まれている」と
月残業職場訪問で実態 していく。【四国中央】
報告。 人の発言・意見 つかみ、要求活動を進め 職員を募集しても集まら
を受け、すべての報告・ てきた。ガマンするので ず再任用職員が増えてい
議案を採択し、新役員を はなく、みんなが安心し る。会計年度職員制度移
選出しました。（※発言 て働ける職場をめざす。 行による非正規職員削減
一部紹介・抜粋要約）
【宇和島】５月に宇和島 も懸念される。活動を強
【津島吉田病院】職員の と津島の支部を統合。新 化したい。【松山】現業
多くが被災も１年間頑張 採加入では組合説明会の 職の正規・非正規と保育
り、地域になくてはなら カタチができ、来年につ 士の新採加入が前進。行
ない病院・介護施設だと なげたい。【内子】新採 政職加入にチャレンジ中。
評価されている。【新居 職員は今年も全員が組合
月松山開催の全国野球
浜】婦人部年代別懇談会 加入し、組合員半数近く 大会に全県の協力を。
などで声を集め、子の看 が青年部となっている。 【大洲】まじめに活動す
護休暇の制限撤廃や育児 【西予】豪雨災害から１ る若手組合員もおり、先
休業代替正規配置を実現 年、現在も住民生活に多 日 代女性が加入。組合
してきた。長期病休者も 大な影響がある。全国の の若返りをめざしたい。
増えており人員確保を重 自治体の支援に感謝、全 【周桑病院】時間外勤務
視したい。【西条】治療 国の自治労連の仲間に支 が常態化、働き方改革の
と仕事の両立支援が重点 えられていると実感。夏 学習会を計画したい。
要求の１つ。新採組合加 季要求書提出し、人員確 「ハードな勤務のなかに
入でアプローチを変え、 保・超過勤務縮減・会計 もココロのつながりがあ
青年部の協力で７割加入 年度職員制度を重点に要 る組合活動」をめざす。
に前進。若手の成長なく 求している。【今治】職
この他【青年部】【女
して組合活動の発展はな 員削減計画が２年前倒し 性部】【現業評】【公企
いと実感する。【宇和島 で達成し人員不足が深刻。 評】【非正規公共評】
病院】会計年度職員制度 団体交渉で組合の役割は 【保育部会】【市町村共
で声集め４月に要求提出、 「職場状況を把握・チェッ 済議員団】から発言があ
９月条例化に向け協議交 クし、みんなが働きやす りました。
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予 ０ ０ ３ １ ０ ０

新居浜 ２ ０ １ １ ０ １

西

２回 戦 （特 別延 長 戦実 施）

１回 戦 （ ２試 合 ）

松山チーム

伊予チーム

西予チーム

準優勝・新居浜チーム

優勝・西条チーム
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《2019人勧～秋季年末の『共通重点要求』》
》
① 6年連続の「本俸」「期末手当」引き上げ、人材確保のため初任給・若年給与改善を求めます。
② 客観的な労働時間把握と実際の勤務時間との検証・乖離是正で労働時間縮減を求めます。
③ 育休代替の正規職員配置や疾病治療の両立支援で働き続けられる職場環境を求めます。
④ 非正規労働者の雇用安定と処遇改善につながる会計年度任用職員の制度具体化を求めます。
⑤ メンタルヘルスやハラスメント対策など、全ての職員が安心できる職場づくりをめざします。

第 ５１０ 号

（２）第５１０号

西予市職労は６月 日
「定期大会」を開催し
人が参加。和気委員長が
活動を振り返り「昨年肱
川が氾濫し、多くの職員
が心に深い傷を受け極限
まで疲弊したが全国のボ
ランティアや自治労連の
仲間の支援に励まされた」
と話しました。運動方針
では「要求活動・職場づ

荘、吉田病院、オレンジ
荘、宇和島病院から各職
場の状況・課題など発言。
役員改選で新会長となっ
た山内正樹さん（西予市
民病院）が「医療介護職
場の賃金改善にむけ県内
で病院アンケートにとり
くんだ。データを精査し、
全職場で活用できるもの
にしたい」などあいさつ
し総会を終えました。

くり・仲間づくり」の
《組合活動３つの原点》
など、議案を全会一致で
承認。役員改選で新委員
長となった源委員長が
「自治労連『行動綱領』
には『積極的・戦闘的伝
統』という言葉がある。
組合活動がなければ私た
ちの権利は後退する時代
だと思う。魅力ある職場
をつくり『人材集まる西
予市』にしていきたい」
と抱負を述べ、大会を終
えました。
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た」と報告。「活動方針
案」「予算案」などが提
案され、全会一致で承認
後、役員改選があり、新
役員の久野執行委員が
「青年部も今年度は大き
なイベントを企画して組
合を盛り上げたい」と抱
負を語り、佐野副委員長
が「休暇日数が足らなく
なるくらい休暇取得しや
すい職場にしたい」と閉
会あいさつし、みんな笑
顔で大会を終えました。

久保中央執行委員の講演
では「組合の成り立ち」
や「組合と住民と公務員
と憲法の関係」がわかり
やすい話だった。ＮＰＯ
法人代表の講演は、活動
内容を通じて「自治体職
員に望むこと」という内
容だった。集会準備から
当日までを通し「組合の
成り立ち」や「今どうい
う活動が必要か」など
『組合』を少し理解する
ことができた。
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マス目を埋め、二重枠の 文字で、
日本の ％以上にして下さい。

10

おたより
ありがとう

【タテのカギ】
①○○○○○○⇔負け投手
②外側。○○○○○○⇔インサイド
③（音楽）エフェクターの○○ペダル
⑤長さ、1mmの1000分の1。現在はμm
⑥花弁が乱れた菊の花の模様
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いました。わずかに残っ
た田の贈り物です。
（松山・友近）
■今年のＧＷ 連休を活
用し、キャンピングカー
にて北海道旅行に家族で
行きました。すべて車中
泊での旅行でしたが、壮
大な風景に圧倒され北海
道の美しさを堪能してき
ました。
（西条・中島）
■６月に次女が結婚式を
挙げました。多くの祝福
をうけ、温かい空間の中
とても幸せな時が流れま
した。私たちの子どもに

■５０８号のパズルの答
えは「ブラックバイト」
でした。正解は８通でし
た。正解者のなかから５
人の方に図書カードを進
呈いたします。（敬称略）

新城 美希（宇和島）
二宮クニエ（西 予）
西原のり子（新居浜）
竹森 千晶（西 予）
越智 紀幸（今治一般）

【応募方法】パズルの解
答、氏名、住所、単組名
を忘れずに。また、余白
に紙面の感想、職場や家
庭での出来事などをお書
きください。正解者のな
かから５人の方に図書カー
ドを進呈いたします。
【送り先】自治労連愛媛
県本部パズル係 〒７９
０‐０００３ 松山市三
番町８丁目 ‐２（ＦＡ
Ｘ、メールも可 １面題
字下に記載）
【締切り】８月 日【発
表】５１２号（９月号）

産まれて来てくれてあり
がとう。これから先も応
援してるね。
（西予・竹森）
■この文章が掲載される
夏頃において、昨年度の
ような災害が起きず安寧
平和な世の中が続いてい
ますように。
（今治・西原）
■加入したばかりですが、
地方の活動もわかりやす
く勉強になります。早く
仕事に慣れるよう頑張り
たいです。
（西予・二宮）
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【ヨコのカギ】
①書物に書いて世に出す。著述する
④姓氏の一。○○○○秀吉
⑦栃木県の野球の強豪高、
○○○○学院
⑧黄色みを帯びた赤色
⑨非常に欲が深いこと

■ビールが美味しい季節
になりました。７月には
新入組合員歓迎企画のビ
アガーデンがあります。
若い新採職員さんと仲良
くなれる機会なのでとて
も楽しみです。
（宇和島・新城）
■裏の田に水が入り、田
植えの準備が始まりまし
た。我が家の夏の風物詩
です。以前は家の周りが
田で涼しい夏を過ごして

10

堀川孝行

出題者

特別養護老人ホームみ こういうカタチがつくれ
どり苑職員労働組合（内 るのだ』と感心した。組
子町）は６月 日「定期 織内の課題やそれに対す
大会」を開催し、 人が る想いなど、『組合の必
参加。来賓として参加し 要性や活動』を職場で知っ
た高田・県本部医療介護 てもらい共感を得ること
評議会会長が来賓あいさ で、組織拡大につなげて
つし、大会の感想として おり、年間の活動計画も
「第 回の定期大会とい 明記されてわかりやすく
う『地道な活動を続けて、 されていた」と話してい
成熟した組織になったら ます。

市立宇和島病院労組は
６月 日「定期大会」を
開催し 人が参加。活動
経過では、大下委員長が
「今年は新採職員の組合
加入に向け工夫し、『組
合説明会』の日程を増や
し、昼休みだけでなく夕
方も設定して、新採・未
加入者含め 人加入があっ
20

６月１～２日、自治労
連「青年自治研集会 北
九州」に全国１５０人余
（愛媛７）が参加。西予
市職労参加者の報告を紹
介します。
◎薬師神さん（全国実行
委員）…基調報告で「集
会の目的」や「青年を取
り巻く状況」について実
行委員が報告したので、
自分たちに身近に感じる
内容で「仕事と組合の関
係」がわかる話だった。

34

内子町社会福祉協議会 動経過を報告し、運動方
労働組合（ココロユニオ 針①学習会・研修会・セ
ン）は６月 日「定期大 ミナー等への参加機会確
会」を開催し 人が参加。 立、②『組合員の声』に
藤枝委員長が「職場アン もとづく要求活動、③職
ケートによる実態把握を 場環境・待遇改善を提案
行った。今後も子ども・ し承認。明智新執行委員
保護者のために安心して 長が「今後も役員中心に、
働き続けられる職場をめ 組合員みんなで頑張ろう」
ざそう」とあいさつ。活 とあいさつしました。

県本部医療介護評議会
は６月 日「定期総会」
を開催し７単組 職場
人が参加。活動報告では
荻野副会長が「７月豪雨
災害発生以降、職場が大
変だったが、復旧復興支
援と並行して医療介護評
として活動できた」と報
告。討論では、久万高原
病院、みどり苑、大洲病
院、つくし苑、ふれあい
22
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